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 舗装点検要領で規定されている舗装の健全性を評価する指標の一つとして国際ラフネス指数IRIがある。

このIRIの測定には様々な方法があるが、いずれの方法でも現地で測定を行う必要があり多くの路線を定

期的に測定するには限界があると考える。本研究では走行中の貨物自動車から得られる加速度データに着

目し、路面平坦性を推定する技術について検討した結果、加速度データとIRIの関係について知見が得ら

れたので報告する。 
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１.  はじめに 

 

 平成28 年10 月、国土交通省により「舗装点検要領」

が策定され、その中で道路の役割や性格、走行速度や交

通量に応じ、目視や機器を用いたひび割れ率、わだち掘

れ量、IRI(国際ラフネス指数、International Roughness Index)

の点検を行い、それらの情報を元に舗装の健全性を評価

することが規定されている1)。そのうちIRI の計測におい

ては表-1 に示す測定方法に応じたクラス分けがされて

おり、その方法により測定速度や測定精度、測定に掛か

るコストが異なるとされる2)。測定状況の一例を写真-1

及び写真-2に示す。最近では効率よく測定する手法とし

て、加速度計やスマートフォンを自動車に搭載し通常の

走行速度で走行しながら計測を行うレスポンス型の研究

が多くされているところである3)4)。しかし、いずれの方

法においても測定員や測定機材を測定したい場所に派遣

して測定する必要があり、また測定の方法によっては交

通規制が必要になるなど数多くの路線を定期的に測定す

るには限界があると考える。そこで道路上を数多く走行

している貨物自動車に着目し、それらに装備されている

運行記録計から得られる加速度データを用いて路面平坦

性を推定する技術について検討したので報告する。 

 

 

 

 

 

クラス 路面の凹凸等の測定方法 IRIの算出方法

1 水準測量
間隔250mm以下の水準測量で横断プロファ
イルを測定し、QCシミュレーションによりIRIを
算出する。

2
任意の横断プロファイル測定
装置

任意の横断プロファイル測定装置で横断プロ
ファイルを測定し、QCシミュレーションにより
IRIを算出する。

3
RTRRMS(レスポンス型道路ラ
フネス測定システム)

RTRRMS(レスポンス型道路ラフネス測定シス
テム)で任意尺度のラスネス指数を測定し、
相関式によりIRIに変換する。

4
パトロールカーに乗車した調
査員の体感や目視

パトロールカーに乗車した調査員の体感や目
視によりIRIを推測する。

写真-1 路面平坦性(IRI)測定(クラス 1相当)状況 

 

写真-2 路面平坦性(IRI)測定(クラス 2相当)状況 

 

表-1 路面の凹凸等の測定方法と IRI算出方法 
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２.  加速度データの概要 

 

 貨物自動車運送事業輸送安全規則において、車両総重

量7t 以上の事業用貨物自動車は運行記録計を装備し、走

行速度や運行時間及び運行距離を記録し一定期間保存す

ることが義務づけられている。従来はチャート紙とペン

を用いたアナログ記録で前述の3項目のみしか記録でき

ないものが多かったが、最近ではデジタル化され輸送品

質の向上や安全運行を目的としてGPS 受信機を用いた位

置情報や3 軸加速度計を用いた車両の挙動を記録できる

ものも増えてきており、それらのデータはSD カードな

ど電子媒体に記録される。ここから得られるデータは事

業用貨物自動車の運行会社内で処理や保管されるほか自

動車電装メーカーなどが用意するサーバーに蓄積され運

行管理支援などのサービスを受けることもできるように

なってきている。データの流れを図-1に示す。本検討は

それらのデータ(ビッグデータ)から検討に必要な項目の

みを抽出したデータを用いて路面平坦性の推定を試みる

ものである。なお、今回データの収集に使用した運行記

録計は一般に市販されているものである。車両にはダッ

シュボードなどの空きスペースを利用し運転者が使用し

やすいよう角度を付けて装着されるのが一般的である。

また、3軸加速度計を内蔵しているが、車両に対しての

上下加速度を直接測定していないので、図-2のように車

両に掛かる加速度や取付角度及び道路勾配を考慮し計算

式を用いて車両に掛かる上下加速度を算出した。 

 

３．路面平坦性の推定技術の検討 

 

 北海道内の自動車専用道路のIC間約30kmを検討の対

象区間として設定し、加速度データとIRIの対応関係を

調べた。加速度データはその膨大なデータから表-2に示

す条件で抽出した。なお、路面上に雪氷が存在する場合

は、加速度データに影響を及ぼすと考え、積雪期のデー

タは除外している。対象区間のIRI計測は図-3に示す当

研究所で保有するIRI簡易測定装置「STAMPER」(精度は

クラス2相当 )を使用した。この装置は自動車のバネ上及

びバネ下に設置した加速度計から得られる上下動を逆解

析することにより、通常の速度で走行しながらリアルタ

イムで効率良くIRIを測定できる装置である。検討に用

いた加速度データはサンプリング周波数5Hzのデータを

運行記録計内部で処理し1Hzデータとして外部に出力さ

れているものを用いている。そのため基底長10mのIRIデ

ータと対応させるには位置の整合が必要になるため、対

象区間を図-4に示すように40m毎に区切り、その区間を

通過した全車両のデータ総数に対し閾値である0.1Gを超

えたデータ件数割合をその区間での加速度発生頻度とし

た。IRIは検出区間内での最大値とした。これによりIRI

と加速度発生頻度の相関が把握できるよう工夫した。 

 検討した結果について、加速度発生頻度とIRIの関係

を図-5に示す。図のように加速度発生頻度とIRIの相関

係数は低いながらも正の相関関係にあることがわかる。

加速度発生頻度とIRIの位置関係を図-6に示す。IRIが新

設から供用後の目安とされる2m//km以内に収まる区間で

は加速度発生頻度は低くなっており、2m/kmを超えIRIの

値が大きくなるにしたがって加速度発生頻度も高くなる

傾向にあることがわかる。また、加速度発生頻度とIRI

の位置関係も全体的には一致しているとみることができ

るとともに、グラフの形状が類似しており路面平坦性の

特徴を捉えているものと考えられる。 

項目 条件

車種 大型貨物車

天候 積雪期は除く

車速 40～80km/h

抽出データ GPS･加速度

抽出期間 1ヶ月分

表-2 加速度データの抽出条件 
図-1 運行記録計が記録したデータの流れ 

運行会社 運行管理支援サーバ

必要なデータのみ抽出

貨物自動車

・加速度信号
・位置情報信号
・車両識別情報
・運転者情報 等

図-2 車両に掛かる加速度と上下加速度の関係 
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４．サンプリング周波数の変更による分解能

向上の検討 

 

 3章での検討を進めて行く過程で、加速度計データと

IRI 値について分析したところ、比較的小さな段差など

は検出が難しいことが確認された。そこで、電装メーカ

ーのご協力により運行記録計の内部ファームウェアを書

き換え、3章で述べた運行記録計内部の5Hzデータをそ

のまま外部に出力されるように変更した。このことによ

り、より車両振動に近いデータが得られ分解能向上が図

られると考える。1Hzデータと5Hzデータの関係及び差

分について、図-7に示す。1Hzデータと5Hzデータでは

部分的に差異があることが分かる。特徴的な箇所につい

て走行動画を確認しながら以下の検討を行った。 

 

(1) 小さなうねりが連続する箇所の検出 

 小さなうねりが連続する箇所で測定した結果を図-8に

示す。5Hzデータでは短時間で収束する比較的小さな上

下動でも最大±3G程度の加速度が検知されているが、 

1Hzデータでは±1G以内に収まっている。これについて

は、1Hzデータは運行記録計内部で平滑化処理を行って

おり、高い周波数成分が消滅するためと考えられる。 

 

(2) 比較的小さな段差の検出 

 比較的小さな段差で測定した結果を図-9に示す。5Hz

データでは段差箇所でのみ±2G程度の加速度が検出さ

れており、前後区間との上下動の違いがあらわれている

が、1Hzデータでは段差箇所も含めた前後区間において

±0.5G程度となっており、段差箇所の特徴をとらえるこ

とができていない。このことから5Hzデータでは比較的

小さな段差を検出できていると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

検出区間幅 : 40m

運行管理データ更新周期 : 1秒

図-6 加速度発生頻度とIRIの位置関係 

図-5 加速度発生頻度と IRIの関係 

図-3 IRI簡易測定装置「STAMPER」 

図-4 検出区間幅概要図(80km/h時) 

閾値:0.1G
y = 3.5966x + 1.8139

R= 0.34
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５．活用方法の検討 

 

 本検討で用いている加速度データは日々生成記録され、

蓄積され続けているデータの集合である。路面平坦性の

把握にこのデータを用いる手法の特徴として、任意の時

点での平坦性の把握のみならず、過去を含めた任意の期

間における平坦性変化の把握が容易になると考える。そ

こで3章で述べた検討対象区間の「平成30年度北海道胆

振東部地震」前後3ヶ月間における加速度データの変化

を調べた。地震が発生した平成30年9月6日の約2ヶ月前

の7月2日から約1ヶ月後の9月26日までの加速度発生頻度

の変化状況とその差分を図-10に示す。地震が発生する

前の7月2日から7月29日までの約1ヶ月間と7月30日から9

月2日までの約1ヶ月間及びその差分を見ると、それぞれ

1ヶ月間においては加速度発生頻度の大きな変化はない。

地震が発生する前の7月30日から9月2日までの約1ヶ月間

と地震が発生した後の9月10日から9月26日の約1ヶ月間

及びその差分を見ると、加速度発生頻度が大きく変化し

ている箇所が複数あることが分かる。このことからこの

調査対象区間では地震の後に平坦性が変化している箇所

が複数あり、どの位置の平坦性が大きく変化しているか

推定できる。この情報を基に詳細調査箇所や応急復旧の

順位付けなどに有用な資料として活用できると考える。 

                                                                              

 

 

６．まとめと考察 

 

 検討の結果、貨物自動車に搭載されている運行記録計

から得られる加速度データ、それに関連付けられる加速

度発生頻度とIRIには関連性があることが示唆されたと

考える。検討に用いた加速度データは舗装の健全性を評

価する指標としてだけではなく、一般の通行車から得ら

れたデータであるので、道路利用者の実走行を考慮した

補修箇所検討などの一指標として有用と考える。また、

路面平坦性の把握にビッグデータを利用する手法の特徴
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図-7 各サンプリング周波数における加速度発生頻度 

加
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小さなうねりの連続 比較的小さな段差 

図-8 小さなうねりが連続する箇所での上下 G発生状況 

図-9 比較的小さな段差箇所での上下 G発生状況 
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として、現地での計測作業を行わずに過去を含めた任意

の期間における路面平坦性変化の把握や特に地震などに

よる被災前後の路面平坦性変化の把握が容易になると考

えられ、補修箇所の選定や応急復旧箇所の優先順位付け

に用いる指標としての可能性を示した。 

 なお、今回の報告では検討を行った路線は自動車専用

道路1路線であったので、複数路線のデータを用いるな

どデータの充実を図りながら、指標の取扱なども含め検

討を進める必要があると考える。 
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図-10 地震発生前後の加速度発生頻度の変化 
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